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生とみられ、動きが素早く、実に凶暴とい

おうか、破壊的、また病気をまき散らす、

とも言われている。 

 今回ゴルフコースに侵入したブタの一

団（約 12 匹）はコース全域を駆け回り、

ここ 2 ヶ月で甚大なるダメージをゴルフ

コースにもたらしているそうだ。もとも

と、このブタ一団は近隣のファームからず

いぶんと前に逃亡し、野生化し、その数を

繁殖で増やし続け、今や住民を大いに脅か

す存在となった。ブタ一団は畑の野菜をそ

の根元からひっくり返し、他の家畜に病気

をもたらすなど被害は増大。そして、BC

州政府はついにそのブタ一団に対する防

衛対策に乗り出した。 

 

ピストルの女  

 7 月 18 日月曜日、通りかかった男性を

めがけてピストルで撃ちながら追いかけ

た女が逮捕された。 

 それは白昼の午後 12 時前。Bay と

Government St.の交差点近くを男性が歩

いていると、見知らぬ女が近づき男性の後

を追った。女はピストルを振り回し、男性

めがけて発砲した。男性は、Queen Ave.

は 600 ブロック付近に駐車していた車に

逃げ込んだが、女は追いかけて車に突進、

車はダメージを受けた。近隣のテントに住

むこの女は後に逮捕された模様。 
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３世帯に１つが一人暮らし   

 Statistic Canada によるコスモポリタ

ン・センサスで、Greater Victoria におい

てはその全世帯の 33.7%が一人暮らしであ

ることがわかった。 

 カナダ全国における一人暮らしの平均

値は 29.3%、それと比較すると Greater 

Victoria は一人暮らしが多い、ということ

になる。言葉を替えれば、一人暮らしがし

やすい街、Victoria ということになろう

か。そしてそのとおり、City of Victoria

エリアのみでは、その平均値はなんと 49%

となり、その全世帯の約半分が一人暮らし

ということになる。 

 

クラクションで罰金  

 7 月 12 日火曜日、BC 州議会議事堂近く

でクラクションを鳴らしつつ抗議運動を

していた約 20 人が「騒音公害」で、警察

からストップをかけられた。そのとき全員

がクラクションをストップしたが、のちに

うち 2人が再びクラクションを鳴らし、罰

金チケットを科されることとなった。罰金

チケットとともに、ペナルティポイントも

被ることとなった。 

クマに憤慨、フン害 

 7月19日土曜日、この島の西海岸Tofino

で、クマが車内に 3時間も閉じ込められ、

車内は悲惨な状態となった。クマは車内に

フンをまき散らし、車内全体、皮のシート

もなにもかも破壊した。 

 Tofino 住民、車のオーナー、ステファ

ニーさんは、その日の夜の 10 時半ごろ、

家の外に停めた車から警笛が鳴っている

を聞いた。車の故障かと思い足を運び、車

を確認、正常だった。 

 しかし、午前 2時、再び車からの警笛を

聞き、飛び起きた。今度は車のライトも点

滅していてなにやら重大な気がしたのだ。

車のキーを持って、車に急ぎ、ドライバー

側のドアを開けると、何やら黒い頭らしき

ものがバックシートから飛び出して仰

天！それはクマだった。 

 クマと遭遇、その恐怖の反動でドアを瞬

間的に閉め、とにかく家の中へと走って逃

げた。家の中に入ってやっと悲鳴をあげる

ことができた、とステファニーさんは振り

返る。そうして、どうすればいいのかと行

ったり来たりして考えた末、コンサーベー

ションに通報した。そのスタッフは、すぐ

に警察が到着するのでご安心を、とのこと

だった。 

 「クマが車の中」という現実で頭がいっ

ぱいだった。苦悩だった。警官が到着し、

車のドアを開けると、問題のクマが勢いよ

く飛び出し逃げ去った。 

 後に、このクマはそれまでの 6 週間で

12 件の車ブレイクインを犯した常習犯で

あったそうだ。一件目のブレイクインで、

車の中に食べ物があり、そのオイシサに味

を占めて、次々と車ブレイクインをした、

とコンサベーション・オフィサーは解析す

る。野生動物のなかでもクマはとても頭が

よく、また、力も強い。車内でそのハンド

ルをも叩き壊すことができるそうだ。 

 

ゴーツ、ゴーン、ワイルド  

 ヤギが野生化した、というはなし。それ

は 7 月 15 日火曜日、Central Saanich で

の出来事。 

 その朝 8 時前、Prosser Rd.(+ Sigmar 

Place)で 2 匹のヤギが発見された。ヤギは
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大好評の安くておいしい 

寿司、どんぶり、から揚げチキン、餃子、お刺身、 

お弁当ボックスなど、新メニューもあります。 

新鮮で豊富な品揃えの日本食を 

お手軽な値段で提供し 

皆様のお越しをお待ちしております。 

3624 Shelbourne St.  Ph: 250-598-3711 

 

JAPANESE 
FOODS 

VICTORIA FUJIYA 

★営業時間★ 

ホリデー、月は休業 

火、水、土&日：11am-5pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 は普通、柵に囲まれたファ

ームにいるべきもの。公共

の場に出現したヤギに、は

てさて野生のヤギかと思

うも、それはシカの境遇と

は異なる。Central Saanich

警察は、ヤギは柵から逃亡

したとみられ、これらヤギ

のオーナーを探している。

 

ピグ、ゴーン、ワイルド 

 Duncan は Cowichan ゴル

フコースにブタの一団が

出現した。ブタの一団は野

トムもまた 

 コロナ乗り越え 

  トップガン 
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制を徹底させたい考えで、今後は大手電

力に加え、新電力の取り組み拡大も課題

となる。 

ダイコン、ニンジン高値→ダイコンの主

要卸の 1kg 平均価格は 7 月中旬から平年

（過去 5 年平均）比 5 割高で、ニンジン

も同 2 割高。主力産地の北日本が曇雨天

や急な気温上昇のため、病害や生育不良

がでて出回りが少ないという。月内は品

薄高が見込まれる。 

ネオソフト→雪印メグミルクは、家庭用

マーガリン「ネオソフト」やチーズ、育

児用粉ミルクなど計 50 品について、価格

の引き上げや内容量を減らす実質値上げ

を実施すると発表（7月 26 日）。原材料と

なる油脂や生乳価格が国際的な需要増に

伴い高騰しており「コストアップが企業

努力による吸収の範囲を超えた」という。

値上げ幅は 3.3-14.5%。内容量を減らすチ

ーズは、主力商品の「6P チーズ」が 108g

から 102g となる。 

 

 

 

 

コラム Vol.77 

日大新理事長 林真理子氏  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 東京の千代田区にある日本大学は、7月

1 日に同大卒業生で広く世に知られてい

る作家の林真理子氏（68）を新理事長に

選出した。 

 その経緯は今や広く知られることにな

ったが、過去 13 年間トップに居座ってい

た田中英寿（75）と呼ばれる前理事長に、

強力な権限が集中しスキャンダルが渦巻

いていたのだ。長期の君臨によって、廻

りは「イエスマン」で占められていたた

め、ガバナンス（統治）が機能不全にな

っていた。 

 その最たる醜聞が、近年日大医学部付

属病院の建て替え計画で取引先から田中

氏はリベートなど約一億 1800 万円を受

領。にもかかわらず、所得税 5200 万円を

申告せず「所得税法違反罪」で有罪判決

を受けたため辞職し、林氏が新理事長と

して就任したのである。 

 リベートの多額さには目を見張るもの

の、建設業界に渦巻くドロドロとした裏

金のやり取りによって、莫大な財産を築

きあげた人を筆者は身近に知っているた

め驚きはしない。 

男性優位の日本の大学 

 林氏が選出されたのは、同大出身とい

う以外にも作家としての知名度、幾つも

の作品で得た数々の文学賞、また新天皇

の和号「令和」の命名委員の一人でもあ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

球磨川くだり→2 年前の 7 月の豪雨で川舟

などが被災した人吉観光（熊本県）の 100

年以上の歴史をもつ「球磨川（くまがわ）

くだり」が 2 年ぶりに運航を再開した（7

月 23 日）。豪雨で堆積した土砂を除去し、

運航の安全が確認できた人吉発船場から

約 2.5km「清流復興コース」を下る。乗船

客は青々とした清流や人吉市の街並みを

眺めながら、約 20 分の川下りを楽しめる。

相馬野馬追→3 年ぶりの通常開催となった

福島県の相双地方の国の重要無形民俗文

化財「相馬野馬追」。東京電力福島第 1 原

発事故で全町避難した大熊町で 12 年ぶり

に騎馬行列が復活した。7月 24 日に同町大

川原地区で行われた凱旋（がいせん）行列

では「どうしても血が騒いでしまった」と

いう思いを胸にした多くの町民が集まり、

大熊町騎馬会の 7人の侍を迎えた。  

幻のメロン→宮城県でもごく一部の地域

でしか栽培されていない幻のメロン「クー

ルボジャ」。震災後、岩沼の生産者たちに

とってメロン作りは心の支えだったが、生

産者は高齢化にあらがえず今年限りで生

産をやめることが決定した。2011 年 3 月、

東日本大震災の津波で相野釜地区は甚大

な被害を受け、それから 11 年、岩沼の幻

の味をもつクールボジャの生産は惜しま

れつつその幕をおろす。 

 

＜社会ニュース＞ 

お盆の指定席予約→JR 旅客 6社は、お盆期

間（8 月 10-17 日）の新幹線と在来線の特

急などの指定席予約状況を発表した（7 月

26日）。25日現在の予約席は計173万席で、

昨年と比べて約 2.7 倍に増加。新型コロナ

ウィルスの影響がなかった 2018 年と比べ

ると、約 6割だが、新型コロナの感染は再

拡大の傾向にあるなか、予約は昨年比で大

幅に増えた。 

コロナ患者情報システム→政府の新型コ

ロナウィルスの感染者情報把握システム

「ハーシス」で 7 月 26 日、ログインでき

ない不具合が一部地域で生じた。医療機関

や保健所が感染者の情報を入力するため

のシステムで、厚生労働省は感染者の激増

で、同時にアクセスした人数が多かったこ

とが原因とみている。不具合は 26 日午前

10 時半ごろに発生。約 6 時間後の午後 4

時半ごろに復旧した。同時にアクセスでき

る人数を増やす作業をしたという。 

節電ポイント→電力会社が節電した家庭

などにポイントを還元するサービスにつ

いて、参加数が 100 万世帯超となったこと

が分かった（7 月 26 日）。今夏は電力需給

の逼迫懸念が強く、9 月末まで政府の節電

要請が続くが、全世帯数の 2%程度にとどま

り参加数は伸び悩んでいる。今冬は需給が

さらに厳しい見通しのため、政府は需要抑

 

った等など・・・、社会的に広く活躍して

いることで白羽の矢が当たったのだ。 

 新体制下の理事は、林氏を含め 22 人でそ

の内 9 人が女性で占められている。彼女は

就任後第一に改善したいことは「マッチョ

な体質を変えること」と意欲をみせる。日

本の私立大学 510 校の常勤や非常勤理事は

平均が11人で、うち女性理事は1.3人とか。

日大の改革が如何にインパクトのあるもの

か、分かろうと言うものである。 

 昨年の東京オリンピックで噴出した女性

の社会進出の低さが、世界で大いに話題に

なったことで、スローペースではあるもの

の女性が役職に就く率も増えてきた。これ

は何と言ってもあのオリンピック前会長の

森喜朗氏の「女性軽視発言」が大きな契機

になったことは否めない。 

自分の能力で稼ぎまくる林真理子氏 

 筆者がまだトロント在住だった 1995 年

10 月に「世界作家フェスティバル」大会が

開かれた。日本からの代表作家は林氏で私

はインタビューを試みた。 

 その時彼女は３９歳で、3 年前にサラリ

ーマンと見合い結婚をしていたが、まだ子

供はいなかった。その後 44 歳で子供を生ん

だ時は、高齢出産が大きな話題になったも

のである。 

 初見での第一印象は、全体的にとっても

まぁ～るい体型で、赤いセーターが可愛ら

しいなと思ったものだ。だが当時から多く

の雑誌や週刊誌などで、ブランド物が大好

きでおしゃれ・・・なんて言われていたの

だが、そんな雰囲気は微塵も感じられず、

正直「えっ！？」と驚いた。 

 何しろ彼女の特徴はと言えば、臆せずミ

ーハーを全面に出して色々と体験し、それ

をまた臆せず軽妙なタッチで文章にし、女

性週刊誌などに発表し・・・、単行本から

文庫本になって稼ぎまくる、と言うもので

ある。加えてその多くの作品が、テレビド

ラマや映画になるのだから収入が「億単位」

だと噂されるのは当然であろう。 

 しかし何と言っても彼女の素晴らしい所

は、それ等全てを自分の能力と努力によっ

て手にしていることだ。 

 だが一つ残念なのは、数えきれない程の

作品が多言語に余り翻訳されていないこと

である。実は先述の世界作家フェスティバ

ルの折りに、トロント在住で通訳を務めた

日本生れ日本育ちのカナダ人女性との間

で、英訳の話が持ち上がったのだが、残念

ながらその後の進展 

はなかった。 

 もしこれが実現し 

ていたら、今頃は村 

上春樹と並列して毎 

年ノーベル文学賞の 

噂が絶えなかったか 

もしれない・・・。 

あっ、それはないか？！ 

世界作家フェスティバル 

での林氏と筆者 



Victoria Kenbunroku  全第６６７報 July 27, 2022  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

人生の折り返し点 

５０までに確保しておきたいスキル（２） 

 「生きる」うえで最も素晴らしいことの

一つに「学ぶ」ということがある。今や人

生１００年、人は多いに学ぶ。人生のター

ニングポイントとなる５０歳までに、確保し

ておくべきスキルをここにリスト。 

（参考：msn.com/en-ca/lifestyle, Stars 

Insider） 

1. 相談にのれる（Mentoring someone） 

2. 一人を楽しむ（Spending time alone） 

3. ウソを見破る（Detecting a lie） 

4. 現実を見る（Tempering your 

relationship expectations） 

（上記は、前号にて解説） 

5. ストレスとうまくつきあう（Managing 

stress）：50 歳に近づくころには人生にス

トレスはつきものである、ということを認

めていること。また、そのストレスを取り

除くことは決して容易でないことを理解

していること。その上で、ストレスとうま

くつきあうというスキルを身に着けるこ

と。つまり、ストレスに屈せず、ストレス

をコントロールできるようになること。具

体的には、自分なりのリラックスできる方

法を獲得する、またベッドに入る前の 30

分はスマホなどスクリーンを決して見な

い、など。 

6. 自己主張できる（Speaking up for 

yourself）：これを言うと、人に悪いとか、

仲間はずれにされるとか、自分が陥るかも

しれない立場を気にせず、正しいことは正

しいとはっきり言えるようになること。ま

た、必要なときには人のアドバイスを快く

受け入れる姿勢になれること。 

8. 苦手な人ともうまくやれる（Working 

with someone you don’t like）：かなり

重要なスキルである。嫌いな人と一緒はい

や！と子どものように言っているとこの

世は成り立たない。人間だれしも好きな人

とだけ生きているわけではない。多くの大

人がそれでも一緒に働くからしてこの世

は成っているのだ。もし、職場において、

威張り散らす同僚がアナタに何かを命令

したとするなら、怒らず、 

冷静に、上司からの指示事 

項で忙しいところです、と 

言っておこう。 

9. 交渉する（Negotiating）： 

これまた要なスキルである。 

人の主張を無視して自分 

の思い通りにしようとす 

るより、「交渉」する。 

このスキルを地球に生き 

る人みんなが身に付けれ 

ば世界も平和になろう。 

 
Cooking for the Lazy: 

ケール・チキン  

 正直、ケールはまずい、と思う人は少な

からずいる。しかし、他の野菜と比べて栄

養価がずば抜けて高いため、食べなければ

という義務を感じる。サラダにしても炒め

物にしても、ケール独特のあの苦い味はつ

きまとい、「オイシイ食事」には程遠い。 

 そこでニューアイデア。ケールとチキン

の組み合わせである。ケールをペースト状

にして作った衣をチキンに絡ませて焼く。 

〔材料：2 人分〕チキン(胸肉,大 1 枚,約

200g)、ケール(1 枚)、ニンニク（1 片）、

しょうゆ&みりん(各大さじ 1/2)、塩&こし

ょう少々、片栗粉(大さじ 2)、マヨネーズ

(大さじ 1)、サラダ油(大さじ 1) 

1. ケールはよく洗いペーパータオルで

水分を拭き取る．手でちぎって細かく

してからプロセッサーに入れ、皮を剥

いたニンニクを加えて撹拌する． 

2. チキンは食べやすい大きさに切り、し

ょうゆ&みりん、塩・こしょうをふり、

もみ込む． 

3. 1 を 2 に移し、片栗粉とマヨネーズを

加えてまぜる（ゆるくならないよう必

要なら片栗粉を足す）．  

4. フライパンに油を熱し、3を入れて全

体を平べったく整え、フタをして蒸し

焼きにする．ひっくり返したときにチ

キン単位にヘラで切り分けて少し焦

げ目がつくまで更に焼く．  

ためになる名言 

    山口 真由 氏 

NY 州弁護士、兼日本のタレント 

思春期にコンプレックスでいっぱいだっ

た私が、それでもぐれたりしないで、真

っ直ぐ進めたのは、本の世界があったか

ら。 

（幼少の頃）習い事は英語、ピアノ、習

字、お絵かき教室。体験して「これやり

たい！」というものを片っ端から習って

いました。 

お金がすごく儲かるビジネスとか、コマ

ーシャリズム優位な企業より、自分の仕

事が社会に役立っているという実感の得

られる職業に就きたかった。 

スランプの時期が、一番辛いものです。

努力して、それによって自分自身が後退

したように感じるのですから。しかし、

実はそこがゴール目前。 

時間は誰の上にも平等に流れるもの。 

子どもの頃、父がお金を稼ぐ方法は２つ

しかない。誰もやりたがらないことをす

るか、誰にもできないことをするかと教

えてくれた。 

勉強は努力が報われやすいと思う。 

司法試験の前に 1日 19 時間半勉強した。 

背伸びすることが大切なんです。ありの

ままの自分ではいない方がいい。 

自分の殻を破りたい。 

（参考：Wikipedia） 

〔やまぐち まゆ：1983 年、北海道生。

法学者、ニューヨーク州弁護士、信州大

学特任教授。元・弁護士、元・財務官僚。

父は整形外科医、母は内科医、妹は美容

皮膚科医。筑波大学附属高等学校、東京

大学法学部卒業。大学 3年次、司法試験

合格、4 年次には国家公務員 I 種試験合

格。2006 年に財務省へ入省するも 2008

年に退官、2009 年に弁護士登録。2015

年 9 月からハーバード大学ロースクール

で学び、翌 2016 年 8月に LL.M.の学位を

取得。日本でタレントとしてテレビ番組

に出演しつつ、東京大学大学院で博士論

文を執筆し、課程博士号を取得。このほ

ど、安倍晋三元首相銃撃事件に絡む「旧

統一教会」に関して「宗教法人法」に基

づき疑問を投げかけた。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●8 月 7 日(日)、11am-3pm：Gyro Park にて、

Cadboro Bay フェスティバル．午後のピクニッ

ク、ライブミュージック、フード&ファン、世界

的レベルの砂の彫刻パーフォーマンス． 

●8 月 12(金)-14(日)日：Inner Harbour にて、

恒例第27回CANADA DRY、Victoriaドラゴンボー

トフェスティバル．ドラゴン・スピリットを祝う．

詳細は、www.victoriadragonboatfestival.com 

 

【サマー・マーケット情報】 

★Esquimalt Farmers Market：毎週月＆木、

4:30-7:30pm、11 月まで．1151 Esquimalt Rd.、

Archie Browning Sports Centre の後ろ、パーキング

ロットにて．詳細は、esquimantmarket.com 

★Moss St. Farmers Market：毎週土曜、

10am-2pm、10 月まで、Moss St.(1330 Fairfield Rd.)

にて．詳細は、MossStreetMarket.com 

★James Bay Com. Market：毎週土曜、9 月 24 日ま

で、9am-3pm、Superior St.(+ Menzies St.)にて．詳

細は、www.jamesbaymarket.com 

★Sidney Street Market：毎週日曜、9 月 25 日まで、

10am-2pm、Mary Winspear Centre にて．詳細は、

www.sidneystreetmarket.com 

★Peninsula Country Market：毎週土曜、10 月 8 日

まで、9am-1pm、Saanich Fairground(1528 Stelly's 

X Rd.)にて．www.peninsulacountrymarket.ca 

★Goldstream Farmers Market：毎週土曜、5 月 7 日

から 10 月 8 日まで、10am-2pm、Veterans'Memorial 

Park(Langford)にて．ハンドメイド、ホームメイド、ホ

ームグロウン．フレッシュローカル、ベークなど． 
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が高いことを考慮し 

ての設定でしょうか。 

かなり興味があることです。オランウー 

タンのモーリスはシーザーの右腕となる 

「賢知の人」、そしてゴリラのルカは心強

い「腕力の人」です。実に見事なエイプ階

級構造であると唸ってしまいます。この３

人のやり取りがうまくかみ合って作品全

体にいい味を出しています。 

 なお、シーザーを演じているのはアンデ

ィ・サーキス。人間とは見目形の異なるチ

ンパンジーに扮し、その姿と演技、とくに

顔の表情、シーザーの気持ちが真摯に心に

伝わってきます。これだけでも必見の作品

と言えるでしょう。特殊メークが真に迫っ

ていて実にスバラシイ出来栄えです。 

 さて、そのあらすじです。復讐心に囚わ

れた猿のコバ（ゴリラ）の反乱によって（作

品第２部）、猿と人間の戦争が起こってか

ら２年。地球の支配権と互いの生存を巡る

争いは激化の一途を辿り、シーザーとその

一団は山村に身を隠して人間に対する聖

戦を画策していると噂されていました。戦

いの続くある日、人間の軍隊であるアルフ

ァ・オメガ部隊は猿との戦いに敗れて捕虜

となり、シーザーと対面します。捕虜が命

乞いをする前に、シーザーは噂に反して人

間との戦いを望んではおらず、和平交渉の

使者とするために、敢えて捕虜たちを無傷

で送り返したのです。 

 しかし、こうした善なる行いにもかかわ

らず、ひそかにシーザーの縄張りに侵入し

てきた軍隊大佐（ウディ）に妻子を殺され

てしまいます。愛するものを失い、シーザ

ーに復讐心が湧き起こり一人復讐の旅に

でることを決意します。途中、人間の孤児

となった女の子を救うなど心優しいシー

ザー、にもかかわらず大きな試練が待ち受

けているのでした。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛7 月 30&31(金&土,10am-5pm)、8月 1(月,10am

-3pm)日：Port Alberni Fall Fair Grounds に

て、恒例第 100 回トラック・ショー．キッズラ

イド、デモ．詳細は、ihsportalberni.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【映画感想会】 

War for the Planet of the Apes 

邦題：猿の惑星: 聖戦記 

2017 年米、監督：マット・リーヴス、出

演：アンディ・サーキス、スティーヴ・ザ

ーン、ウディ・ハレルソン、他 

By 見聞録実行委員 No.3

 7 月初めに CTV だったかで TV スクリー

ンにサルを目撃、よく見れば「猿の惑星」

の主人公シーザーではありませんか。そう

いえばこの作品の第１部と第２部を見て

以来、第３部がでていたかなと思い出し、

調べてみると、その最終作第３部がすでに

2017 年にでており、それが TV 放映されて

いたのでした。おっと、これは見逃してい

たと思い、早速ライブラリで検索&予約、

数日で手元に届きました。かれこれ 5年も

前の作品ですし、今更誰も見ていないよう

で借りている人は皆無であったようです。

 通常、映画のシリーズも、初めがおもし

ろいと次の部が続くほどにつまらなくな

る、という傾向があります。しかし、今回

の第３部は３つの中で一番よかったので

はないでしょうか。ニューヨーク・タイム

ズも「これまでで最も心に響くエピソード

である。商業面を重視して不器用に作られ

たユニバース作品に溢れた時代の中で、独

創的で技術的に明確な思考を以て作られ

た」と絶賛しています。この第３部で主人

公のサル、チンパンジー、シーザーは非業

の死を遂げてしまいますが、とりあえずは

サル集団を平和の第一歩に導けたという

大きな偉業を残しており、サルながら「ヒ

ューマニティ」を途轍もなく感じる仕上が

りです。 

 それにしても、「サル（apes:エイプ）」

という軽蔑的な言葉を使ってはいけない

と思うほどの、立派でモラルあるサル集

団、今が地球の悪となっているあのお国も

見習ってほしいものです。シーザーを指導

者とするサル集団は「平和に暮らしたい」、

ただそれだけの目的、しかし重大なる目的

のために、命をかけて戦います。 

 エイプにもたくさん種類がありますが、

この映画で顕著に登場するのは主に三種。

チンパンジーとオランウータンとゴリラ

です。なかでも一番多いのがチンパンジー

で、指導者のシーザーもチンパンジーで

す。科学的にも三種のなかで一番知能指数

投稿募集： 

Victoria 見聞録への投稿、電子版 PDF 送付等の

お申し込みは vicken21@hotmail.com へ、 

氏名と連絡先を必ず明記の上ご連絡下さい． 

～～～～～～～～～～～ 

Victoria見聞録に掲載されている記事に関する

著作権は、BrightGate Info Services 

に帰属します．これらの記事を無断で利用、 

又は転載することを固くお断りいたします． 
 

Victoria 見聞録ダウンロード&ビューサイト：http://victoriakenbunroku.weebly.com
 

（以下↓活動状況は各所へお問合せください）

☛ビクトリア日本語プレイグループ 0 歳-就学

前児童対象（年会費：$10）、幼児教室（毎週水、

11-12 時：ドロップイン$3)、乳児教室（赤ちゃ

んクラス、毎週水、11-12 時 ドロップイン$3）

暖かい季節はお外で、寒い季節は室内で毎週集

まっています．是非遊びに来て下さい！ 

※現在新型コロナウィルスの影響によりオン

ライン(Zoom)を開催中．詳しくは、

jpgcoordinator@gmail.com 

☛Habitat For Humanity：Vancouver Island フ

ァミリー、ハウジング救済．詳細は、 

www.habitatvictoria/.com 

☛Gospel for Japan：日本人の為の福音と生活

サポート．失敗しないお付き合いの仕方、ホー

ムスクール、新改訳の新約聖書の無料配布な

ど．是非ご連絡を以下のサイトから下さい． 

HTTPS://GfJV.ca 

☛書道教室：子供から大人まで．希望者は日本

教育書道研究会にて級位・段位を取得していた

だけます．詳細は、mariko99@shaw.ca まで 

【編集後のひとりごと】7 月 26 日午後6時半現

在、暑くて溶けそうです．外でガンガンと照り

つける太陽で、外の風景がかすんでいます．室

内温度は32℃、天気予報の体感温度は29℃、ま、

どっちにせよ、暑いっ．この前、今年 2 個目の

スイカを買っておいて正解でした．冷えた丸ご

とスイカをキッチンにおくと、そこから冷え冷

えとした空気が漂い、というスイカ・クーラー．

スイカの後ろに扇風機を置くとなおよいでしょ

う．というわりにまだ試していません．そもそ

もスイカを丸ごと冷蔵庫にいれるには無理があ

ります．ともあれ食べて涼をとることにします．

ちょっと一言 
●「おにぎり」のはなし。日本のコンビ

ニで一個 98 円（今は少し高くなった？）

で売られているナイロンと海苔に包まれ

たあの三角のおにぎりが、Red Bern で

$4.99！それでも買う人がいるらしく、懲

りもせず、冷蔵の棚に陳列されている。

一個に$4.99も払うならお米を買いたい。 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

教会にて通常礼拝 

✧日曜礼拝：午後１時半 

（日曜礼拝の方法は HP 参照） 

✧サンデースクール・ESL クラス 

（再開していません） 

✧聖書の学びと祈りの時 

オンラインにて 

問合せ：石黒 豊 牧師 

vicjapanesechurch@gmail.com 

☎ 778-350-0826 

First Baptist Church にて 

877 North Park St.  

Victoria at Quadra St. 
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